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I.序 論
韓国の消費者法 は,1980年 の旧消費者保護法 (現 ,消 費者基本法)の 制定以後 に画
期的 に発展 した (2)。 韓国 の消費者法 の内容 の中で最 も重要 な制度 は,請 約撤回 (ク ー
リング・ オ フ)制 度 である 。)。 韓国 の請約撤回制度 は,1991年 の改正 旧都 。小売業
振興法 (1997年 廃止)の 訪問販売 に関す る購買者 の撤回権 の規定 か ら開始 された。そ
の後 ,訪 問販売等 に関す る法律 (以 下「 訪販法Jと い う),電 子商取引等で の消費者
保護 に関す る法律 (以 下「 電消法Jと い う),割 賦取引 に関す る法律 (以 下「 割賦法」
という)に 規定 されて,撤 回期間,撤 回権行使要件 ,撤 回 の効果 などの内容 が多様 に
変化 し, コンテ ンツ産業振興法,保 険業法 などに,請 約撤回の適用対象が拡大 された。
現行韓国 の請約撤回の法体系 は,訪 販法 の訪問販売 。電話勧誘販売 。多段階販売 。
後援訪間販売,電 消法 の通信販売,割 賦法 の割賦契約 (直 接割賦契約・ 間接割賦契約)
。先払式割賦契約 ④ など,消 費者契約 ごとに規制 されてお り,用 語や撤回期間,撤
回権行使 の要件,撤 回排除事由,撤 回 の効果 などで違 いがあ り,事 業者 の帰責事由 に

*韓 国消費者院先任研究委員,韓 国外国語大学校法学専門大学院兼任教授
(1)本 稿 は,ア ジア消費者法研究会・ 静岡大学法科大学院 の共同主催, 日韓 消費者法・ 高齢者
法国際 セ ミナー (2014年 11月 24日
見解 である。

)の 発表文を修正・ 補完 したもので,発 表者 の個人的 な

(2)韓 国 の消費者法 の歴史 については,李 銀榮 ,「 韓国消費者法 35年 ,回 顧 と課題」,第 9回 韓
国法律家大会 近代私法 120年 一省察 と新 しい指向 ―第 4セ ッション第 2分 科 セ ミナ ー資料
集 (2014年 10月 25日 ), 5頁 以下参照 韓国消費者法 の初期 の歴史 については金聖天 ,「 7肖
費者法立法過程 の実態分析」法 と社会 Vo17 Nol(1993)。
(3)韓 国消費者法 は「 請約撤回」, アメ リカは「 Cooling off」 , 日本 は「 申込み の撤回」 また
・ オフ」, ドイツは「 Widerrufsrecht」 , EUは 「 Right of withdrawal」
￨ま 「 クー リング
とい う。韓国法 の請約 は, 日本法 の申込 みにあたる。
(4)韓 国法 の先払式割賦契約 は, 日本法 の前払式割賦契約 にあたる。
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よる撤回期間 の延長,相 殺 など他 の国 にはない異質 な要素 が内包 されてい る。韓国 の
請約撤回制度 は,初 期 には日本 の旧訪問販売等 に関す る法律 (現 ,特 定商取引 に関す
る法律),割 賦販売法等 を参考 に したが,独 自に進化 してお り,内 容 において 日本 の
クー リング・ オフ制度 とは違 いがある。最近 は,2011年 消費者権利指令 (Consumer
Rights Directive(5))等

,EUの 消費者保護指令 の影響 が大 きくな ってい る。

現行韓国 の請約撤回 の個別立法主義 は,請 約撤回 に関す る対象 (消 費者 と事業者)
の法規 に対す る理解 と規制 の実効性 を低下 させて いる。消費者契約 ごとに請約撤回 の
規定 の内容 が少 しずつ異 な り,消 費者相談 や被害救済 などで混乱 を与 えるなどの問題
があ り,請 約撤回 に関す る消費者紛争 の原因 にな ってい る。
本稿 は,韓 国の消費者紛争 の解決 において,消 費者権益増進 の本質的 な制度 として
重要 な位置 を 占めている請約撤回制度 の立法 の歴史 と現行法規 の内容 を紹介 し,請 約
撤回 に関す る消費者紛争事例 (韓 国消費者院 の合意勧告事例,消 費者紛争調整委員会
の紛争調整決定事例,韓 国消費者団体協議会 の 自律紛争調整委員会 の紛争調整事例
,

公正取引委員会 の審決例)を 紹介 し,最 後 に請約撤回関連法案 など韓国 の請約撤回制
度 の課題 と代案 を提示す る。

Ⅱ.請 約撤回制度 の立法の歴史 と現行法規 の内容

1.立 法沿革
韓国で請約撤回制度 を最初 に規定 した法律 は,旧 都 。小売業振興法 (1997年 廃止)
である。 1991年 一 部改正時 に,訪 問販売 の場合 における請約撤回 の規定 を新設 した
(第 37条 の 2及 び第37条 の 3)(0。

この ときは,訪 問販売 について「購買者 撤回権」

(第 37条 の 2)と い う見出 しの下 に 7日 の撤回期間,起 算点 ,書 面主義,撤 回排除事

由,訪 問販売業者 の立証責任 など「購買者 の撤回権行使 の効果」 (第 37条 の 3)を 規
定 した。 その後,1991年 に訪販法 と割賦法 が制定 され,旧 都・ 小売業振興法 の請約撤
回 の規定 は削除 された。
1991年 に制定 された訪販法 (7)は 「 請約 の撤回Jと い う見 出 しの下 に訪問販売 や多

(5)DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 25 0ctober 201l on consumer rights, amending Coulllcll Directive

93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the
Councll and repealing Council Direct市 e85/577/EEC and Directlve 97/7/EC of the

European Parliament and of the Councll

(6)本 文 中 の条 文 に,別 の表示 が な けれ ば当該法律 の条文 を意 味す る。
(7)1991年 の制定訪 販法 は,当 時 の 日本 の訪 問販売等 に関 す る法 律 を参照 して訪 問販売 ,通 信
販売 ,多 段 階販 売 (日 本 の連鎖販売 に該 当)な どを規定 した。 商 工委 員会「 都・ 小売業 振
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段階販売 にお ける請約撤回を規定 した (第 7条 及 び第 8条 ,第 15条 )。 訪問販売 の撤
回期間 は 7日 であ り,多 段階販売 の撤回期間 は14日 であった。 1995年 1月 に全面改正
された訪販法 は,訪 問販売 の撤回期間を 7日 か ら10日 に延長 し,撤 回期間 の起算点 を
契約 の締結 か ら契約書 の交付 に変更 した (第 7条 及 び第 8条 )。 1995年 12月 全面改正
された訪販法 は,通 信販売 で も例外的に請約撤回 を認 め (第 21条 及 び第 22条 ),多 段
階販売 の場合 にお ける撤回期間 を14日 か ら20日 に延長 し (第 35条 及 び第36条 ),撤 回
の効果 を強化す るための返金保証金制度を新設 した (第 37条 )。 1999年 一 部改正 され
た訪販法 は,訪 問販売 の撤回期間を14日 か ら10日 に短縮 した (第 10条 )。
2002年 に全面改正 された訪販法 (8)は ,訪 問販売 と同 じように電話勧誘販売 に も請

約撤回 を認 め,撤 回期間 は14日 に延長 してお り,多 段階販売 の場合 で も,撤 回権者
(消 費者 と多段階販売員)に よる撤回期間 (14日 と 3ヶ 月),撤 回権行使 の実効性確保

のための共済組合 などを新設 した。2012年 に全面改正 された訪販法 は,後 援訪問販売
(第 29条 ),妨 害行為 などの撤回期間起算点 を補完 した (第

8条 )。

2002年 に制定 された電消法 (9)は ,通 信販売 に関す る規定 を訪販法 か ら分離

し,通

の請約撤回を新設 し

信販売 の請約撤回を規定 した (第 17条 )。 通信販売 の撤回期間 は 7日 ,返 送費用 は消
費者 が負担す る ことを原則 と規定 した。 1991年 に制定 された割賦法 (10)は ,「 買受人
の撤回権」 とい う見出 しの下 に直接割賦契約 と間接割賦契約 の請約撤回 を規定 した
(第

5条 〜第 7条 )。 以後,2008年 に一部改正 された割賦法 は,撤 回期間の延長事由を

規定す るなど,部 分的 な変化 があ った。 2010年 に全面改正 された割賦法 (11)は ,見 出
しを「請約 の撤回」 に変更 し (第 8条 ),先 払式割賦取引 の請約撤回を規定 した (第
24条 )。 消費者 の抗弁権 と関連 して,抗 弁事 由 として「 他 の法律 に基づ いて正 当 に請
約 を撤回 した場合」 を追加 した (第 16条 第 1項 第 6号 )。
その以外 にも, コ ンテ ンツ産業振興法 と保険業法 も請約撤回制度を規定 した。2005
年 に一部改正 されたオ ンライ ンデ ジタルコンテ ンツ産業発展法 は,請 約撤回 や電消法
の準用 を規定 した (第 16条 の 2及 び第 16条 の 4)。 2010年 の全面改正時に コ ンテ ンツ
興法中改正法律案審査報告書」
,1991年 5月 10日 ,国 会議案情報 システム<httpソ /hkms
assembly go kr/bil1/iSp/main iSp>,李 興茂,『 訪問販売に関する研究』韓国消費者保
護院 (1998)。
2002年 に全面改正 された訪販法 は,当 時 の 日本 の特定商取引 に関す る法律 を参照 して継
続取引 と事業勧誘取引を規定 した。
2002年 に制定 された電消法 については,金 聖天,『 電子商取引等での消費者保護 に関す る
法律解説』韓国消費者保護院・ 電子商取引支援 セ ンター (2003)。
(10) 1991年 に制定 された割賦法 は,当 時 の ドイツの 旧割賦取引法 と日本 の割賦販売法 を参照
した。李京賢・ 金英媛,『 割賦売買法 の制定方向』,韓 国消費者保護院 (1998)。
2010年 に全面改正 された割賦法 は, 日本 の割賦販売法 を参照 して先払式割賦取引を規定

した。
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産業振興法 に改称 し, コ ンテ ンツの請約撤回 を規定 した (第 27条 )。 2014年 1月 に一
部改 正 された保険業法 は,保 険契約 の請約撤回 を規定 した (第 102条 の 4及 び第 102条
の 5)。

2.法 規 の内容 (1カ
1)訪 販法
① 撤回対象
訪販法 の請約撤回対象 は,訪 問販売 による契約,電 話勧誘販売 による契約,多 段階
販売 による契約,後 援訪問販売 による契約等 である。 しか し,法 適用除外取引 と請約
撤回排除事 由 に対 しては,請 約撤回 をする ことができない。法適用除外取引 とは,ま
ず,事 業者 (多 段階販売員,後 援訪問販売員 または事業勧誘 の取引の相手方 を除 く)
が商行為 を 目的 に財貨等 を購入す る取引である (第 3条 第 1号 )。 ただ し,事 業者 が
事実上 の消費者 の ような地位 で,他 の消費者 と同 じ取引条件 で取引す る場合 には,請
約撤回 をす る ことがで きる。第二 に,保 険業法第 2条 第 6号 の規定 による保険会社 と
保険契約締結 のための取引である (同 条第 2号 )。 第二 に,個 人が独立 した資格 で供
給す る財貨等 の取引 として,訪 問販売員 を置かない訪問販売業者 が加工 していない農
産物・ 水産物・ 畜産物・ 林産物 ,訪 問販売業者 が直接 生産 した財貨等 の取引 である
(同 条第

3号 と施行令第 6条 )。

請約撤回排除事 由 (第 8条 第 2項 )は ,ま ず,消 費者 に責任 ある事由で財貨等 が滅
失 または毀損 した場合 である。 ただ し,財 貨等 の内容 を確認す るために包装等を毀損
した場合 は,契 約 を撤回する ことがで きる。第二 に,消 費者 が財貨等 を使用 した り
一部 を消費 したりして,そ の価値 が著 しく低 くな った場合 で ある。第二 に,時 間が経
,

過 して,再 販売す ることが困難 で,財 貨等 の価値 が著 しく低 くな った場合 である。第
四 に,複 製す ることができる財貨等 の包装 を毀損 した場合 である。第五 に,消 費者 の
注文 によ って個別 に生産 される財貨等 に対す るもので,請 約 の撤回および契約 の解除
を認 めると訪問販売業者 や電話勧誘販売業者 に回復す ることができない重大な被害 が
予想 される場合 として,事 前 にその取引 について個別 にその事実 を告知 し,消 費者 の
書面 (電 子文書 を含 む)に 同意を受 けた場合 である (施 行令第 11条 )。 しか し,訪 問
販売業者等 が,同 条第 5項 の規定 による措置 を しないときは,同 条第 2号 か ら第 4号
に該当 して も請約撤回等 をす ることがで きる。

(12)韓国の請約撤回法規の内容については,国 家法令情報センターのホームページを参照
<http://wwW law go kr/main html>。
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② 撤回期間 と起算点
訪販法 は撤回期間 を原則 として14日 ,例 外的 には, 3ヶ 月 または30日 と定 め,起 算
点 も多様 に規定 して い る。
訪問販売 もしくは電話勧誘販売 の方法 で財貨等 の購入 に関す る契約 を締結 した消費
者 が請約撤回す ることがで きる期間 と起算点 (第 8条 第 1項 )は ,次 の通 りである。
第一 に,契 約書 を受 け取 った 日か ら14日 ,第 二 に,そ の契約書 を受 け取 った日よ り財
貨等 が遅れて供給 された場合 には,財 貨等 を供給 した り,供 給 が始 ま った 日か ら14日

,

第二 に,契 約書 を受 け取 っていない場合 や,訪 問販売業者等 の住所等 が記載 されて い
な い契約書 を受 け取 った場合,訪 問販売業者等 の住所変更等 の理由で期間内 に請約撤
回 をす ることがで きない場合 には,訪 問販売業者等 の住所を知 った日または知 ること
がで きた日か ら14日 ,第 四に,契 約書 に請約撤回等 に関す る事項 が書 かれて いない場
合 には,請 約撤回等 をす ることがで きて いることを知 った日または知 る ことがで きた
日か ら14日 ,第 五,訪 問販売業者等 が請約撤回等 を妨害 した場合 には,そ の妨害行為
が終了 した日か ら14日 である。
そ して消費者 は,財 貨等 の内容 が表示広告 の内容 と異 なる場合, または契約内容 と
異 なって実施 された場合 には,そ の財貨等 を供給受 けた日か ら 3ヶ 月以内 に,そ の事
実 を知 った日または知 ることがで きた日か ら30日 以内請約撤回等をすることがで きる。
一方,取 引当事者間 の法定撤回期間 よ りも長 い期間 を約定 した場合 には,そ の期間
が撤回期間である。
多段階販売 もしくは後援訪 間販売 の方法 で財貨等 の購入 に関す る契約 を締結 した消
費者 が請約撤回等 をする場合 には,訪 問販売 の撤回期間 と起算点 に関す る規定 が準用
される (第 17条 第 1項 ,第 29条 )。 ただ し,消 費者 が多段階販売員 もしくは後援訪問
販売員 と財貨等 の購買 に関す る契約 を締結 した場合,そ の消費者 は,多 段階販売員 も
しくは後援訪間販売員 に対 して優先的 に請約撤回等 を して,多 段階販売員 もしくは後
援訪間販売員 の所在不明等 の理 由で多段階販売員 に対 して請約撤回等 をす ることが難
しい場合 にのみ,そ の財貨等 を供給 した多段階販売業者 もしくは後援訪問販売業者 に
対 して請約撤回等 をすることができる。 しか し,多 段階販売員 もしくは後援訪 問販売
員 の場合,契 約 を締結 した日か ら 3月 以内に書面でその契約 に関す る請約 の撤回等 を
行 うことがで きる

(同 条第

2項 ,第 29条 )。

起算 日の計算方法 は,他 の定 めがないため,民 法 の初 日不算入 の原則 に従 う (第
157多 蔭
)。

③ 撤回方法
訪販法 は,初 期 に書面主義を規定 したが,現 在 は「請約撤回等 をすることができる」
と規定 しているのみで,撤 回 の効力発生時期 に関す る規定を置 いていない。 そのため

,
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行使 の形式 は,口 頭,書 面 (電 子文書 を含む)等 ,い ずれ も可能 であ り,効 力発生時
期 については請約撤回等 を書面 です る場合 には,請 約撤回等 の意思表示が記載 された
書面 を発送 した日にその効力 が発生す るとい う発信主義 を規定 して い る (第 8条 第 4
項)。
④ 撤回 の効果
訪販法 は,撤 回 の効果 について詳細 に規定 して いる (第 9条 )。
訪問販売 もしくは電話勧誘販売 の場合 において,消 費者 が請約撤回等 を したときは

,

既 に供給 された財貨等 を返還 しなければな らず (同 条第 1項 ),訪 問販売業者等 (消
費者 か ら財貨等 の代金 を支給 された者 ,文 は消費者 と訪問販売等 に関す る契約 を締結
した者 を含 む)は ,財 貨等 の返還を受 けた日か ら 3営 業 日以内に,既 に支給 された財
貨等 の代金 を返金 しなければな らない (同 条第 2項 前段)。 この場合 ,訪 間販売業者
等 が消費者 に財貨等 の代金 の返金 を遅延 したときは,そ の遅延期間に応 じて100分 の
20を 乗 じて算定 した遅延利子 (遅 延賠償金)を 支給 しなければな らない (同 条同項

後段,施 行令第 13条 )。
訪問販売業者等 は,す でに財貨等が使用 され,ま たは,一 部 が消費 された場合 には

,

その財貨等 を使用 し,ま たは,一 部 を消費 して,消 費者 が得 た利益 またはその財貨等
の供給 に要 した費用 に相当す る金額 として,大 統領令 が定 める範囲 の金額 の支払 いを
消費者 に請求 する ことがで きる (同 条第 8項 )。
請約撤回等 の場合,供 給 を受 けた財貨等 の返還 に必要 な費用 は,訪 間販売業者等 が
負担 し,訪 間販売業者等 は,消 費者 に請約撤回等 を理由に違約金 または損害賠償 を請
求す る ことがで きない (同 条第 9項 )。
一方,訪 販法 は,訪 問販売 の契約 もしくは電話勧誘販売契約 に関連 した消費者信用
契約 がある場合 について詳 しく規定 している。
訪問販売業者等 は,財 貨等 の代金 を返金する場合 において,消 費者 が与信専門金融
業法 の第 2条 第 3号 の規定 によるク レジ ッ トカー ドゃその他 の大統領令 で定 める決済
手段 として財貨等 の代金 を支給 したときは,遅 滞 な く,そ の ク レジッ トカー ド等 の代
金決済手段を提供 した事業者 (決 済業者)が 財貨等 の代金 の請求 を停止 または取 り消
すように要請 しなければな らな い (同 条第 3項 )。 ただ し,訪 問販売業者等 が決済業
者 か らその財貨等 の代金 を既 に支給 された場合 には,遅 滞 な く,こ れを決済業者 に返
金 し,そ の事実 を消費者 に通知 しなければな らない。
訪問販売業者等 か ら財貨等 の代金 を受 けた決済業者 は,遅 滞 な く,消 費者 に これを
返金す るか,ま たは返金 に必要 な措置 を講 じなければな らな い (同 条第 4項 )。 訪問
販売業者等 の返金を遅延 して,消 費者 に対 して代金 を支払 った訪間販売業者等 は,そ
の遅延期間 の遅延賠償金を消費者 に支払わなければな らない (同 条第 5つ 。
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消費者 は,訪 問販売業者等が正 当 な事由な く決済業者 に代金 を返金 しない場合 には

,

還付を受 ける金額 について決済業者 にその訪問販売業者等 の他 の債務 と相殺す ること
を要請す る ことがで きる (同 条第 6項 )。 この場合,決 済業者 は,大 統領令 が定 める
ところによ り,そ の訪問販売業者等 の他 の債務 と相殺す ることがで きる。
消費者 は,決 済業者 が相殺 を正 当 な事由な く怠 った場合,決 済業者 に対 して代金 の
決済を拒否す ることがで きる (同 条第 7項 )。 この場合 ,訪 間販売業者等 や決済業者
は,そ の決済 の拒否 を理 由 として,当 該消費者 を,約 定 した期 日以内に債務 を弁済 し
ていない者 と処理す る等,消 費者 に不利益 を与 える行為 を してはな らない。
訪問販売業者等,財 貨等 の代金 を支給 された者 または消費者 と訪問販売等 に関す る
契約を締結 した者 が同一人 ではない場合 には,各 自は請約撤回等 に伴 う財貨等 の代金
の返金 に関す る義務 の履行 において連帯 して責任 を負 う (同 条第 10項 )。
⑤ その他

i)情 報提供 および契約書法定記載事項
訪販法 によると,訪 問販売業者等 は,契 約締結 の前 に,請 約 の撤回及 び契約 の解除
の期限・ 行使方法・ 効果 に関す る事項及 び請約撤回等 の権利行使 に必要 な書式 によ り
,

総理令 に定 めることを説 明 しな ければな らず (第 7条 第 1項 第 6号 ),請 約 の撤回 お
よび契約 の解除 の期限・ 行使方法・ 効果 に関す る事項及 び請約撤回等 の権利行使 に必
要 な書式 の事項 を記録 した契約書 を消費者 に発行 しなければな らない (同 条第 2項 )。
■)片 面的強行規定
訪販法 は,消 費者等 に不利 な契約 の禁止 という見出 しの下 に,第 8条 ,第 9条 ,第
17条 ,第 18条 等 の請約撤回 に関す る規定 に違反 した契約 として消費者 に不利 なことは

効果 がないとい う,請 約撤回 の規定 の片面的 な強行規定性を規定 して い る (第 52条 )。
■)禁 止行為
訪販法 は,請 約撤回等 を妨 害す る目的で,消 費者 を威迫す る行為,虚 偽 または誇張
された事実 を知 らせた り,欺 臓的 な方法 を使用 して,請 約撤回等 を妨害す る行為,請
約撤回等 を妨害す る目的で住所や電話番号等を変更する行為等 を請約撤回 に関す る禁
止行為 として規定 して い る (第 11条 および第23条 )。

2)電 消法
電消法上 の請約撤回の規定 は,訪 販法 と比較す ると,適 用対象 および法適用除外取
引,撤 回期間,費 用負担等 において違 いがある。
第一 に,電 消法 の請約撤回対象 は,通 信販売 による契約 である (第 17条 )。
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第二 に,法 適用除外取引 には,通 信販売業者 ではない者 との間の通信販売仲介を し
て い る通信販売業者,資 本市場 と金融投資業 に関す る法律 の投資売買業者・ 投資仲介
業者 がす る証券取引,大 統領令 が定 め る金融会社等がする金融商品取引および日常生
活用品,飲 食等 を隣接す る地域で販売す るための取引等 を規定 している (第 3条 第 3
項及 び第 4項 ,施 行令第 3条 )。
第二 に,電 消法 の撤回期間 は,原 則 として 7日 である。
第四 に,電 消法 によると, 7日 以内に単純 な変心による請約撤回 の場合 には,供 給
された財貨等 の返還 に必要 な費用 は消費者 が負担 し (第 18条 第 9項 ),事 業者 の責 に
帰すべ き事由 による請約撤回 の場合 には,通 信販売業者 が負担す る (同 条第 10項 )。

3)害 I賦 法
割賦法 の請約撤回の規定 は,訪 販法 と電消法 と比較す ると,適 用対象 と法適用除外
取引,撤 回期間,撤 回 の方法,撤 回排除 の財貨 および割賦契約,抗 弁事 由等 で違いが
ある。
第 一 に,割 賦法 の請約撤回対象 は,割 賦契約 (直 接割賦契約,間 接割賦契約),先
払式割賦契約 である (第 8条 ,第 24条 )。
第二 に,法 適用除外取引 には,事 業者 が商行為 のために財貨等 の供給 を受 ける契約
(た だ し,事 業者 が事実上 の消費者 のよ うな地位 で,他 の消費者 と同 じ取引条件 で取
引す る場合 は,法 が適用 され る)と ,性 質上本法を適用す ることが適合 しない ものと
して,製 造業 によ って生産 されない農産物・ 水産・ 畜産物・ 林産物・ 鉱物,医 薬品
,

保険,証 券,手 形,不 動産等 がある (第 3条 ,施 行令第 4条 )。
第二 に,割 賦法 の撤回期間 は 7日
(第

賦契約
(害 」

)と 14日

(前 払式割賦契約 )で ある

8条 第 1項 )。

第 四 に,割 賦法 の撤回方法 は,書 面主義であ り (第 8条 第 3項 ),問 接割賦契約 の
場合 は消費者 の撤回 の通知義務 を規定 してい る (第 9条 )。
第 五に,割 賦法 は,船 舶,航 空機,車 両,建 設機械,自 動車,設 置 に専門的 な人力
と付属資材等 が要求 されるものとして,設 置 した冷凍機,電 気冷房機 (暖 房兼用 を含
む), ボイ ラー等撤回排除財貨 は もちろん,割 賦価格 が 10万 ウォ ン未満 の割賦契約
(ク レジ ッ トカー ドを使用 して割賦取引 をす る場合 には,割 賦価格 が20万 ウォ ン未満
の割賦契約),消 費者 の注文 によ って,個 別 に製造 された財貨等 の供給 を 目的 とす る
割賦契約等,撤 回排除割賦契約 を規定 してい る (第 8条 第 2項 第 2号 施行令第 6条 )。
第六 に,消 費者 の抗弁権 と関連 して,抗 弁事由 として「他 の法律 に基 づいて正 当 に
請約 を撤回 した場合」 を規定 して い る (第 16条 第 1項 第 6号 )。
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4)コ ンテンツ産業振興法
コンテ ンツ産業振興法 は, コンテ ンツの請約撤回 を規定 して いる (第 27条 )。 コン
テ ンツ制作者 は,電 消法第 17条 第 2項 によ って請約撤回 や契約 の解除が不可能 な コ ン
テ ンツの場合 は,そ の事実 を コンテ ンツまたはその包装 に表示 した り,試 用商品を提
供 した り, コ ンテ ンツの一 時的または一部 の利用 を可能 にす る等 の方法 で請約撤回や
契約 の解除の権利行使 が妨 げ られないよ うに措置 しなければな らな い。 ただ し,そ の
措置 を しなか った場合 には,利 用者 の請約撤回や契約 の解除 は制限 されな い。

5)保 険業法
保険業法 は,保 険契約 の請約撤回 を規定 して い る (第 102条 の 4,第 102条 の 5)。
保険会社 は,一 般保険契約者 として保険会社 に対 し,大 統領令 で定 める保険契約を請
約 した者 (請 約者)が 保険証券 を受領 した日か ら15日 (取 引当事者 の間 に15日 よ り長
い期間で約定 した場合 にはその期間)以 内 に,大 統領令 で定 め るところによ り,請 約
撤回 の意思を表示 した場合 には,特 別 な事情 がな い限 り, これを拒否す ることがで き
ない。 ただ し,請 約 した日か ら30日 を超えた場合 は,そ うではない。保険会社 は,請
約 の撤回 を受理 した日か ら3日 以内 に,既 に納入 された保険料 を返還 しなければな ら
ず,保 険料 の返還 が遅れ た期間 に対 しては,大 統領令 で定 めるところによ り計算 した
金額 を加えて支給 しなければな らない。保険会社 は,請 約者 に対 し,そ の請約 の撤回
に伴 う損害賠償 または違約金等 の金銭 の支払 いを請求す る ことがで きな い。保険契約
の請約撤回 の場合 において,既 に保険金 の支払事由が発生 したときには,そ の請約 の
撤回 の効力 は発生 しない。 ただ し,請 約者 が保険金 の支払事 由が発生 した ことを知 り
なが らその保険契約 の請約 を撤回 した場合 は この限 りでない。

6)標 準約款
韓国 の約款 の規制 に関す る法律 によ り,公 正取引委員会 が審査 。承認 した標準約款
(第 19条 の 3)の 中 に も請約撤回 が規定 されて い る (13)。 代表的 に,電 子商取引 の標

準約款 (第 10023号 )(第 15条 ,第 16条 ), 自動車教習所 の標準約款 (第 10031号 )(第

8条 ),塾 の標準約款

(第 10032号 )(第 10条 ),学 習誌標準約款 (第 10038号 )(第

6条 ),

ジムの利用標準約款 (第 10048号 )(第 6条 ), 自動車 (新 車)売 買約款 (第 10051号 )
(第 7条 ,第 8条 ),浄 水器 レンタル標準約款 (第 10052号 )(第 6条 ),オ ンライ ンゲ ー
ムの標準約款 (第 10069号 )(第 21条 ,第 22条 )等 である。

(13)標 準約款については,公 正取引委員会標準約款様式を参照くhtt,//www ftC go kr/infO
/biZinfO/stdCOntractList isp>。
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Ⅲ.請 約撤回 に関する消費者紛争 の現況 と事例

1.現 況
韓国消費者院で受付処理 された被害救済件数 を見 ると,請 約撤回 に関す る項 目があ
る。統計的 には請約撤回 だけで分類 がされてお らず,請 求理 由の中で,契 約 に関連す
ることとして契約解除 。解止 (1り ,請 約撤回,違 約金,抗 弁権,契 約不履行,無 能力
者契約 などが含まれて いる (10。
く表

1>契 約 に関連する被害救済の現状

(単 位 :件 )

区分
23,414

27,427

29,519

6,968

13,582

12,646

特殊販売関連

3,649

4:334

5,325

合意勧告 (還 払 )

3,947

5,306

1,828

1,668

被害救済件数
請求理由
処理結果

契約関連

契約解除 解止

28,013

4,514
7,082

1,895

1,438

さらに,韓 国消費者院 の年齢別被害救済 の現状を見 ると,次 の通 りである。
く表 2>年 齢別被害救済 の現状
区分

20101F

2011年

2013生 F

260

10代 以下
60歳 以上

2012年

(単 位 :件 )

1,996

1,287

2.事例

.

請約撤回 に関連す る消費者紛争 は,家 具,健 康機能食品,農 水畜産漁業用 品,放 送・
通信教育,ス ポーツ・ レジャー・ 趣味用品,衣 類,携 帯電話 サー ビス, コン ドミニア
ム会員権,車 両用 プラ ックボ ックスなど,全 品目にわた って発生 して い る。請求 の理
由の内容 は,請 約撤回拒否,請 約撤回妨害,遅 延損害金 の未払 い,違 約金 または損害
賠償請求,排 除 の理 由 と撤回期間 の算定 についての一方的 な解釈 などに関す るもので
ある。請約撤回 に関す る消費者紛争事例 は,韓 国消費者院 の合意勧告事例 (16),消 費
韓国法 の解止 は,日 本法 の中途解約 にあたる。
(15)韓 国消費者院 の被害救済 の現況 については,韓 国消費者院,F消 費者被害救済年報 と事例
(1の

集』 (2011年 :2012年 ,2013年 )。 韓国消費者院ホームページを参照くhttp://wwW kCa
gO kr/brd/mJ76/1ist dO>o

(16)韓国消費者院の合意勧告事例に対 しては,韓 国消費者院『消費者被害救済年報 と事例集』
(2011年 ,2012年,2013年 ),韓 国消費者院ホームページを参照くhttp://wwW kCa go kr
/brd/m376/1ist dO>。
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者紛争調停委員会 の紛争調停決定事例 (17),韓 国消費者団体協議会 自律紛争調整委員
会 の紛争調整 の事例 (18),公 正取引委員会 の審決例 (19)な どがある。

1)韓 国消費者院 の合意勧告事例
韓国消費者院 は,被 害補償 に関す る合意を勧告す ることができる (消 費者基本法第
35条 第 1項 第 5号 及 び第 57条 )。
[合 意勧告事例

1]無 料体験後 の効果がない健康食品の返品要求

申立人 は,2013年 2月 「 7日 間 の無料体験後 に効果 がな い時 には100%の 払戻 しを
保証す る」 とい う新聞広告 を見て健康食品 を398,000ウ ォ ンで購入 した。 その製品 を
一週間服用 したが効果 がな く,返 金を要求 したが,被 申立人 は請約撤回期間が経過 し
たと拒否 した。
[合 意勧告事例

2]サ イズが合 わない手作 り靴 の返品および払戻 しの要求

,電 子商取引 に靴 を購入 して118,000ウ ォ ンを支払 い した。
製品が到着 したがサイズが合 わず,す ぐに被申立人 に返却を要求 した。被 申立人 は
製品の販売時 に返品ができないとい う事実 を告知 し,手 作 り靴 であるので,交 換 や返
申立人 は,2013年 2月

,

金 は不可 であると拒否 した。
[合 意勧告事例

3]販 売時の広告 とは異 なり契約 された携帯電話 サー ビスの請約撤
回要求

申立人 は,2013年 4月 ,電 子商取引 にスマー トフォ ンを購入 し,番 号移動 を申請 し
た。契約当時 のサイ トには,そ のプ ラ ンの選択時 に「月端末機 の代金20,233ウ ォ ン
,

端末機元本485,600ウ ォ ン」 とな っていたが,開 通後 「月端末機代 金40,200ウ ォ ン
,

端末機元本 964,848ウ ォ ンJと い う確認文字 を受 けた。請約撤回 を要求 したが,被 申
立人 は拒否 した。

消費者紛争調停委員会の紛争調停決定事例 に対 しては,韓 国消費者院 ホームページー被
害救済 ―被害救済情報 ―紛争調整決定事例を参照 <http://wwW kCa gO kr/brd/m22/
1ist do?itm nm‐ ■利>。
韓国消費者団体協議会 自律紛争調整委員会の紛争調整事例 については,自 律紛争調整委
員会 ホームページ<http//WWW amco or kr/>。
公正取引委員会の審決例 については,公 正取引委員会 ホームページを参照
く

http://wwW ftC gO kr/1aWS/bOOk/Judgesearch isp>。
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[合 意勧告事例

4]訪 問販売 で契約 した リゾー ト会員権 の請約撤回要求

申立人 は,2013年 4月 , リゾー ト会員権 の契約締結 を勧誘す る被申立人 の電話 を受
け,翌 日,担 当チーム長が直接訪問 した。租税公課 の名 日で1,980,000ウ ォ ンを支払 っ
て契約 を締結 し,10年 間使用す ることがで きる会員 カー ドを無料が発給 された。 その
後,契 約 自体 に気 にな って請約撤回 を要求 したが,被 申立人 は,租 税公課 の返金を拒
否 した。
[合 意勧告事例

5]通 信販売 で契約 した訪問教育契約 の請約撤回の要求

申立人 は,被 申立人が運営す るイ ンターネ ッ トホームページを表示 した後,2010年
2月 8日 に,子 供 2人 の音楽 レッス ンのために被申立人 に電話 して, 自宅 での訪問相
談 を要求 したところ,同 年 2月 9日 に事業者側 の従業員 が 申請者 の 自宅 を訪問 して訪
間指導 の内容 を説明 したうえで レッス ン契約 を勧 めて,週 1回 1年 間 (48回 )訪 問指
導 を受 ける契約 を締結 し,代 金 2,732,426ウ ォ ンをク レジ ッ トカ ー ドで決済 した。 し
か し,子 供 たちが嫌 って夫 の反対 も激 しく,契 約締結 日の午後,被 申立人 に電話 して
,

契約解除 を通知 したところ,被 申立人 は,契 約解除時の条件 によ って違約金 の名 日で
19%が 発生 したとい う。契約書 に違約金請求案内があ って もサ ービスを受 けていない
状 態で,違 約金を請求す ることは不当であると判断 して被害救済を申請 した。

2)消 費者紛争調停委員会 の紛争調停決定事例
消費者紛争調停委員会 は,消 費者紛争 の調停決定 を審議・ 議決す る

(消 費者基本法

第60条 第 2項 第 1号 )。
[紛 争調整 の決定事例

1]契 約内容 と異 なるイ ンターネ ッ ト講義受講契約 の請約撤
回 に伴 う返金要求

申立人 は,2013年 5月 31日 ,被 申立人 のイ ンターネットホームページで職業相談士
の資格 コースの案内を見て,電 話 で,被 申立人 とイ ンターネ ッ ト講義受講契約 を締結
し,同 日,被 申立人が指定する銀行 日座 に55万 ウォ ンを入金 した後,受 講 を開始 した。
同年 6月 8日 ,被 申立人 にテキス トメ ッセージを送信 して, この事件 の契約 に関す る
請約 を撤回 し,受 講料 の返金を要求 したが,被 申立人 がこれを拒否 した。
[紛 争調整 の決定事例

2]PDP TVで ある ことを明確 に広告 していない TVの 請
約撤回要求

申立人 は,2013年 2月 9日 ,被 申立人 が販売 して い る50イ ンチのスマー トTVを
LED TVで あると思 って120万 ウォ ンにカー ドで購入 した後,同 年 2月 20日 ,製 品が
配送 されイ ンス トール された後 に PDP
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金を要求 した。 しか し,被 申立人 は,す でに TVを 設置 した ので,請 約撤回 が不可
能 であると主 張 し, これを拒否 した。
[紛 争調整 の決定事例

3]オ

ンライ ン株式投資 コ ンサル ティ ングの請約撤回 の要求

申立人 は,2011年 9月 5日 ,株 式投資 コンサル テ ィングを受 けるために,被 申立人
の VIPサ ー ビスを lヶ 月間利用す る契約 を締結 し,22万 ウォ ンをクレジ ッ トカー ド
で支払 って VIP会 員 に登録 した。次 の 日に請約撤 回 を要求 したが,被 申請人 が拒否
した。
[紛 争調整 の決定事例

4]ウ ェディングコンサルテ ィング契約 の請約撤回 に伴 う代
金 の返金 の要求

申立人 は,2009年 2月 8日 に, ソウル三成洞素材繊維 セ ンター ビル 2階 の展示場で
開かれたウェデ ィング博覧会 で,同 年 9月 予定 された結婚式 のために,被 申立人 とウェ
ディングコンサルテ ィ ング契約 を締結 し,契 約金 で20万 円を支給 したが,同 年 2月 16
日請約 を撤回 し,契 約金 の返金を要求 した。
[紛 争調整 の決定事例

5]体 型管理 サー ビス請約撤回 に伴 う代金 の返金 の要求

申立人 は,イ ンターネッ トを通 じて,被 申立人 の肥満 の管理 に関す る広 告内容 を見
て,被 申立人 と肥満管理 の提供 を受 ける契約を締結 した後,請 約撤回 を して代金 の返
金を要求 した。

3)韓 国消費者団体協議会 の 自律紛争調停委員会の紛争調停事例
韓国消費者団体協議会 の自律紛争調停委員会 は,消 費者 の苦情や被害 を処理す るた
めに, 自律的 な紛争調整をする ことがで きる (消 費者基本法第31条 )。
[紛 争調整事例

1]訪 間販売員か ら購入 した生 ごみ処理機 の請約撤回

申立人 は,2012年 11月 13日 に,被 申立人 の従業員 として勤務す る知人 の紹介 で,被
申立人 の物品 (生 ごみ処理機 )30台 を購入 し,支 店開設 の契約 を締結 した後 ,代 金
19,800,000ウ ォ ンを被申立人 に支払 った。申立人 は,被 申立人 か ら購入 した物品30台

の中で消費者 に販売 した商品 4台 を除 いて受領 しなか った物品26台 の請約撤回 の意思
を記載 して,2013年 3月 12日 ,内 容証明 を発送 した。 しか し,被 申立人 が内部規定 を
理由に返 品不可 を主張 した。
[紛 争調整事例

2]コ

ン ドミニアム会員権 の請約撤回 の遅延

申立人 は,2007年 12月 13日 午後 1時 ごろ,職 場 に訪問 した被申立人 の販売員 と10年
75
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の間 に利用 で きるコ ン ドミニアム会員権 の契約 を締結 し,ク レジッ トカー ドで12ヶ 月
分割払 いで789,000ウ ォ ンを支払 った後 ,販 売員 か らの会員登録請約書 と会員証 の交
付 を受 けた。申請者 は,契 約 の翌 日である2007年 12月 14日 ,被 申立人 に会員登録請約
書 の下部 に手書 きで「請約撤回を要求す る。2007年 12月 14日 申請人の名前 (署 名捺印)」
と記載 して,会 員証 と一緒 に郵便 で発送 した。 その後,申 立人が2008年 1月 9日 ,被
申立人 に契約解除 の意思 の内容 を記載 した書面 を内容証明で発送 したが,被 申立人 が
請約撤回 を遅延 した。
[紛 争調整事例

3]多 段階販売員 か ら購入 した物品の請約撤回

申立人 は,2013年 3月 29日 頃,○ ○ (株 )ソ ウル大学 セ ンターで多段階販売員 の会員
登録 を して,製 品を購入す る意思で上位販売員 に現金55万 ウォ ンを支給 した。 申立人
は,上 位販売員 か ら現金支給 に関す る領収書や契約書 を受領 してお らず

(白 紙注文書

のみ受領),以 後 ,被 申立人 が発送 した もの を受領 した事実 はない。 その後,申 立人
は,マ ルチ レベル ビジネスに対す る疑間を もち契約 を撤回す ることに して,被 申立人
に請約撤回 について問 い合 わせを したが,そ の過程で,申 立人に対 して売 り出 し処理
され た部分 は,110,000ウ ォ ンに過 ぎず,そ れさえ も知 らな い名義 の ク レジ ッ トカー
ドで決済 された事実 を知 った。 申立人 は, 自分 に対 して売 り出 し処理 された110,000
ウォ ンの部分 について請約撤回 の申請 を し, この部分 は,カ ー ドでキ ャンセル処理 さ
れ, カー ド名義人 の回座 に返金がなされた。 しか し,申 立人 の上位販売員 に支給 した
現金550,000ウ ォ ンの返還 の主張に対 して,被 申立人が これを拒否 した。
[紛 争調整事例

4]電 子商取引で購入 した靴 の請約撤回

申立人 は,2013年 6月 3日 ,被 申立人 のサイ トか ら女性靴

(サ

イズ240nun, ヒール

8 cll,以 下「物品」 とい う)を 購入 して,代 金 156,000ウ ォ ンを携帯電話 の少額決済

で支払 った。 2013年 6月 15日 に,商 品 を受 けた申立人 は,2013年 6月 17日 被 申立人 に
返還 を要求 しなが ら被申立人 に物品 を送 った。2013年 6月 21日 ,被 申立人 は,物 品が
手作 りllLで あるので,返 金 がで きな いため,修 理 して送 るとして,2013年 7月 2日 申
請人 に物品 を再 び送 ったが,申 立人 は,物 品 の受領を拒絶 した。 申立人 は,請 約撤回
を主 張す る反面 ,被 申立人 は,電 消法 で定 めている請約撤回制限事由に該当す ると主
張 した。
の 公正取引委員会 の審決例
公正取引委員会 は,訪 販法,電 消法,割 賦法などの所管部署 として法違反事業者 に
対 して是正措置,課 徴金,過 怠料 などの制裁を加 える。
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1]請 約撤回の妨害行為

[審 決例

サイバ ーモールを通 じて販売 しなが ら,請 約撤回期間 を電消法 に規定 されてい る期
間 よ りも短縮 して案内す る方法 で偽 りの事実 を知 らせて消費者 の請約撤回 を妨害 した
行為 に対 して,電 消法 に基 づいて是正命令,公 表,過 怠料 の賦課 などを議決 した (事
件番号2014電 子0673,2014電 子0670,2014電 子0669な ど)。
[審 決例

2]請 約撤回 に関す る契約書 の未記載行為

会員加入契約を締結 し,契 約書 を交付 しなが ら,契 約書 に,電 話勧誘販売員 の住所

,

請約撤回や契約解除 の期限,行 使方法・ 効果 に関す る事項や請約撤回 などの権利行使
に必要 な書式 などが記載 されていない不完全 な契約書 を交付 した行為 について訪販法
に基 づいて過怠料賦課 を議決 した (事 件番号 2009特 別 1089,2009特 殊 1088,2009特
殊 1087,2009特 殊 1085,2009特 殊 1084な ど)。
[審 決例

3]遅 延賠償金 の未払 い行為

電話勧誘販売 で請約撤回 に伴 う代金 の払戻 しの とき,遅 延賠償金 の未払 い行為 につ
いて訪販法 に基 づ いて過怠料賦課を議決 した (事 件番号 2009特 別 1080,2009,特 殊
10771よ

ゼ
じ)。

Ⅳ.結 語
韓国 の請約撤回制度 は,消 費者紛争解決 のため,一 般消費者 はもちろん高齢者 など
の脆弱 な消費者 の権益増進 に不可欠 な制度 として定着 して きた。 しか し,関 連法規 の
内容 は,用 語,撤 回期間,起 算点,撤 回権行使 の要件 ,撤 回 の効果 などで差 があ り

,

これを解消す るための解釈論 および立法論的な議論 がある。
国会 に発議 された法案 の中では,対 象 の拡大,撤 回期間 の延長などが提案 されて い
る。① デ ジタル コ ンテ ンツに関す る請約撤回規定 を新設す る電 消法一 部改正法律案
(2014年 ),② 事業者 は,消 費者 が30日 以内 の範囲 で,大 統領令 で定 め る期間内 に物

品等 の交換 または返金を要求す る場合 には,消 費者 に責任 ある事由で財貨等 が滅失 ま
たは毀損 された場合 などを除 いて, これに応 じな ければな らな い という規定 を新設す
る消費者基本法改正案 (2008年 ),③ 請約撤回期間 を14日 ,21日 ,30日 に延長す る割
賦法改正案 (2009年 ,2010年 ,2011年 ,2012年 ),④ 請約撤回期間を14日 ,21日

,30

日に延長す る訪販法改正案 (2010年 ,2012年 ),⑤ 請約撤回期間を14日 に延長す る電
消法改正案 (2012年 ),⑥ 7日 を 7営 業 日に修正す る電消法改正案 (2014年 ),⑦ 高
齢 の消費者 に 2倍 の請約撤回期間 を規定 した訪販法改正案 (2013年 ),③ 老人消費者
の請約撤回期間を30日 に延長す る老人消費者保護 に関す る特別法案 (2011年 ,任 期
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満了廃案)な どがある 。0)。
韓国の請約撤回制度 の改善 のための個人的 な見解 をい くつか提示す る。短期的 には
まず,用 語 は「 消費者撤回権」 と統一 す る。第二 に,撤 回期間 の起算点,行 使方法

,

,

撤回 の効果 などは,統 一 的 に規定す る。第二 に,高 齢者 などの脆弱 な消費者保護 のた
めに請約撤回期間 の延長 よ りは,消 費者取消権 を導入す る案を検討す る。第四 に,事
業者 の責 に帰すべ き事由 に基 づ く撤回期間 の延長,相 殺 などの異質的 な要素 は削除す
る。長期的 には請約撤回 に関す る通則 を規定す る ことが必要 であるが, これは,消 費
者基本法を補完す る方法,消 費者取引法 を制定す る方法,民 法 に編入す る方法 などの
選択肢 がある (21)。 第五 に,請 約撤回 の規定 に関す る日韓中の統一化作業 を提案す る。
今後 ,請 約撤回制度 は,消 費者契約 の非対称性 を解消す る消費者保護制度を越 えて

,

人権 と消費者脆弱性 の観点 か ら消費者

差別禁止 (22)と

脆弱 な消費者保護

(23)を

考慮 し

た消費者 の権益増進制度 にな らなければな らない。

請約撤回に関する国会議案の内容については,国 会議案情報 システムを参照
くhttp://1ikms assembly go kr/bil1/iSp/ma■ n iSp>。
韓国の請約撤回制度 の改善 については,金 聖天,『 7肖 費者撤回檀比較法研究』 韓国消費
,

者院 (2010)。
,韓 国消費者院 (2013)。
金聖天,『 消費者差別禁止 に関する研究』
,韓 國消費者院 (2014)。
金聖天,『 脆弱消費者保護法制改善方案研究』
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